
技能検定職種 ウェブデザイン

法人名 特定非営利活動法人　インターネットスキル認定普及協会

〒160-0023

東京都新宿区西新宿7-16-1　第3歯朶ビル2階

電話番号 03-6304-0378

指定の日 平成19年10月12日

１級　学科試験　８，０００円　実技試験　２５，０００円

２級　学科試験　７，０００円　実技試験　１６，０００円

３級　学科試験　６，０００円　実技試験　　８，０００円

技能検定職種 キャリアコンサルティング

法人名 特定非営利活動法人　キャリアコンサルティング協議会

〒105-0011

東京都港区芝公園1-6-8　泉芝公園ビル5階

電話番号 03-5402-5588

指定の日 平成20年9月10日

１級　学科試験　８，９００円　実技試験　２９，９００円

２級　学科試験　８，９００円　実技試験　２９，９００円

技能検定職種 ピアノ調律

法人名 一般社団法人　日本ピアノ調律師協会

〒101-0021

東京都千代田区外神田2-18-21　楽器会館5階

電話番号 03-3255-3897

指定の日 平成23年9月1日

1級　学科試験　8,500円　実技試験　29,500円

2級　学科試験　8,500円　実技試験　26,500円

3級　学科試験　8,500円　実技試験　23,500円

所在地等

手数料の額

手数料の額

指定試験機関一覧

　職業能力開発促進法第47条第1項の規定に基づき技能検定試験に関する業務の実
施について厚生労働大臣が指定している指定試験機関は以下のとおりです。
　法人名をクリックすると各指定試験機関のHPが開きます。
　また、手数料の額は令和4年度に改正施行予定の手数料の額を掲載しています。
詳細は、各指定試験機関にお問い合わせください。

所在地等

手数料の額

所在地等

http://www.webdesign.gr.jp/index.php
http://www.career-kentei.org/
https://www.jpta.org/kentei/


技能検定職種 ファイナンシャル・プランニング

法人名 一般社団法人　金融財政事情研究会

〒160-8529

東京都新宿区荒木町2-3

電話番号 03-3358-0771

指定の日 平成14年6月11日

資産相談業務

個人資産相談業務

中小事業主資産相談業務

生保顧客資産相談業務

損保顧客資産相談業務

保険顧客資産相談業務

１級　学科試験　８，９００円　実技試験　２８，０００円

２級　学科試験　５，７００円　実技試験　　６，０００円

３級　学科試験　４，０００円　実技試験　　４，０００円

技能検定職種 ファイナンシャル・プランニング

法人名 特定非営利活動法人　日本ファイナンシャル・プランナーズ協会

〒105-0001

東京都港区虎ノ門4-1-28　虎ノ門タワーズオフィス5階

電話番号 03-5403-9700

指定の日 平成14年6月11日

資産設計提案業務

１級　学科試験　　　※ 　　　  実技試験　２０，０００円

２級　学科試験　５，７００円　実技試験　　６，０００円

３級　学科試験　４，０００円　実技試験　　４，０００円

※　一般社団法人金融財政事情研究会が学科試験を行っている

技能検定職種 眼鏡作製

法人名 公益社団法人　日本眼鏡技術者協会

〒103-0026

東京都中央区日本橋兜町19-8　八重洲KHビル2階

電話番号 03-6265-1821

指定の日 令和3年8月13日

１級　学科試験　８，９００円　実技試験　２９，９００円

２級　学科試験　８，９００円　実技試験　２９，９００円

所在地等

手数料の額

所在地等

手数料の額

所在地等

手数料の額

https://www.kinzai.or.jp/fp
http://www.jafp.or.jp/exam/
https://www.megane-joa.jp/


技能検定職種 知的財産管理

法人名 一般財団法人　知的財産研究教育財団

〒102-0094

東京都千代田区紀尾井町3番29号　NGA紀尾井町ビル101号

電話番号 027-345-1028

指定の日 平成20年2月29日

１級　学科試験　８，９００円　実技試験　２３，０００円

２級　学科試験　８，２００円　実技試験　　８，２００円

３級　学科試験　６，１００円　実技試験　　６，１００円

技能検定職種 金融窓口サービス

法人名 一般社団法人　金融財政事情研究会

〒160-8529

東京都新宿区荒木町2-3

電話番号 03-3358-0771

指定の日 平成14年6月11日

１級　学科試験　８，９００円　実技試験　１７，０００円

２級　学科試験　８，６００円　実技試験　　９，０００円

３級　学科試験　５，０００円　実技試験　　５，５００円

技能検定職種 ブライダルコーディネート

法人名 公益社団法人　日本ブライダル文化振興協会

〒104-0028

東京都中央区八重洲2-10-12　国際興業第二ビル6階

電話番号 03-6225-2611

指定の日 平成30年7月23日

１級　学科試験　８，０００円　実技試験　２４，８００円

２級　学科試験　６，０００円　実技試験　１９，８００円

３級　学科試験　４，０００円　実技試験　　３，０００円

技能検定職種 接客販売

法人名 一般社団法人　日本百貨店協会

〒103-0027

東京都中央区日本橋2-1-10　柳屋ビル2階

電話番号 03-3272-1666

指定の日 平成29年10月24日

１級　学科試験　８，９００円　実技試験　２９，９００円

２級　学科試験　８，０００円　実技試験　１７，０００円

３級　学科試験　８，０００円　実技試験　　８，０００円

所在地等

手数料の額

手数料の額

所在地等

手数料の額

所在地等

手数料の額

所在地等

http://www.kentei-info-ip-edu.org/
https://www.kinzai.or.jp/ginou/teller/
https://www.bia.or.jp/kentei2019/
https://www.hanbai-kentei.jp/


技能検定職種 着付け

法人名 一般社団法人　全日本着付け技能センター

〒151-0053

東京都渋谷区代々木1-56-4　美容会館1階

電話番号 03-3370-1740

指定の日 平成22年2月1日

１級　学科試験　８，９００円　実技試験　２３，０００円

２級　学科試験　８，９００円　実技試験　２３，０００円

技能検定職種 ホテル・マネジメント

法人名 一般社団法人　日本宿泊産業マネジメント技能協会

〒113-0024

東京都文京区西片1-17-11　大和ビルディング306号室

電話番号 03-6910-0660

指定の日 平成30年7月23日

１級　学科試験　８，９００円　実技試験　２９，９００円

２級　学科試験　８，７００円　実技試験　２９，９００円

３級　学科試験　８，５００円　実技試験　　８，５００円

技能検定職種 レストランサービス

法人名 一般社団法人　日本ホテル・レストランサービス技能協会

〒102－0072

東京都千代田区飯田橋3-3-11　飯田橋ばんらいビル6階

電話番号 03-5226-6811

指定の日 平成14年6月11日

１級　学科試験　６，５００円　実技試験　２３，５００円

２級　学科試験　６，５００円　実技試験　１３，０００円

３級　学科試験　６，５００円　実技試験　１０，０００円

技能検定職種 フィットネスクラブ・マネジメント

法人名 一般社団法人　日本フィットネス産業協会

〒101-0044

東京都千代田区鍛冶町2-2-3　第三櫻井ビル6階

電話番号 03-5207-2456

指定の日 平成29年10月24日

１級　学科試験　８，９００円　実技試験　１９，０００円

２級　学科試験　７，５００円　実技試験　　７，５００円

３級　学科試験　５，０００円　実技試験　　５，０００円

所在地等

手数料の額

所在地等

手数料の額

所在地等

手数料の額

所在地等

手数料の額

http://www.kitsuke.or.jp/
https://www.hotel-management.or.jp/kentei/
http://www.hrs.or.jp/kentei.html
https://fcm-test.jp/


技能検定職種 ビル設備管理

法人名 公益社団法人　全国ビルメンテナンス協会

〒116-0013

東京都荒川区西日暮里5-12-5　ビルメンテナンス会館5階

電話番号 03-3805-7560

指定の日 平成16年4月1日

１級　学科試験　３，７００円　実技試験　１８，７００円

２級　学科試験　３，７００円　実技試験　１８，７００円

技能検定職種 機械保全

機関名 公益社団法人　日本プラントメンテナンス協会

〒101-0051

東京都千代田区神田神保町3-3　神保町ＳＦⅢビル5階

電話番号 03-6865-6083

指定の日 平成27年4月1日

特級　　　　学科試験　４，６００円　実技試験　１５，４００円

１級　　　　学科試験　４，６００円　実技試験　１５，４００円

２級　　　　学科試験　４，６００円　実技試験　１５，４００円

３級　　　　学科試験　４，６００円　実技試験　１５，４００円

３級学生※　学科試験　４，６００円　実技試験　１０，０００円

基礎級　　　学科試験　４，６００円　実技試験　１５，４００円

※ 学生：学校教育法の規定による学校の学生、職業能力開発促進法の規定による公共職業訓練施設において訓練中の者など。

技能検定職種 情報配線施工

法人名 特定非営利活動法人　高度情報通信推進協議会

〒167-0052

東京都杉並区南荻窪4-35-20　ゼネラルビル201

電話番号 03-5346-5240

指定の日 平成16年12月16日

１級　学科試験　７，５００円　実技試験　２８，０００円

２級　学科試験　７，０００円　実技試験　２２，０００円

３級　学科試験　６，５００円　実技試験　　６，５００円

所在地等

手数料の額

所在地等

手数料の額

所在地等

手数料の額

https://www.j-bma.or.jp/qualification-training/equipment-technician
http://www.kikaihozenshi.jp/
http://www.b2every1.org/


技能検定職種 ガラス用フィルム施工

法人名 日本ウインドウ・フィルム工業会

〒150-0031

東京都渋谷区桜丘町29-35　ヴィラ桜丘302号

電話番号 03-6416-3813

指定の日 平成14年6月11日

建築フィルム作業

１級　学科試験　８，９００円　実技試験　２９，９００円

２級　学科試験　８，９００円　実技試験　２９，９００円

自動車フィルム作業

１級　学科試験　８，９００円　実技試験　２９，９００円

２級　学科試験　８，９００円　実技試験　２９，９００円

技能検定職種 調理

法人名 公益社団法人　調理技術技能センター

〒103-0012

東京都中央区日本橋堀留町2-8-5　ＪＡＣＣビル5階

電話番号 03-3667-1867

指定の日 平成13年10月1日

手数料の額 学科試験　８，９００円　実技試験　２８，９００円

技能検定職種 ビルクリーニング

機関名 公益社団法人　全国ビルメンテナンス協会

〒116-0013

東京都荒川区西日暮里5-12-5　ビルメンテナンス会館5階

電話番号 03-3805-7560

指定の日 平成13年10月1日

１級　　学科試験　３，７００円　実技試験　２０，０００円

２級　　学科試験　３，５００円　実技試験　１８，０００円

３級　　学科試験　３，０００円　実技試験　１５，０００円

基礎級　学科試験　３，０００円　実技試験　１５，０００円

技能検定職種 ハウスクリーニング

法人名 公益社団法人　全国ハウスクリーニング協会

〒112-0004

東京都文京区後楽2-3-10　白王ビル8階

電話番号 03-5802-7031

指定の日 平成24年4月23日

手数料の額 学科試験　８，９００円　実技試験　２９，９００円

所在地等

所在地等

手数料の額

所在地等

所在地等

手数料の額

http://www.windowfilm.jp/skill/recruiting.html
http://www.chouri-ggc.or.jp/cgghshiken/
https://www.j-bma.or.jp/qualification-training/building-cleaning
https://housecleaning-kyokai.org/examination/index.php

